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ホ イ ッ ト マ ン 研 究 考

14 田 村 晃 康

1 こ

ホイ ッ トマン死後の, ホイ ッ トマン研究の隆盛ぶりには目をみはるものがある。 Edwin

Haviland編の ノ1 CentuT!Jof Whitm(1n CTitiCiS・ や G.W. A11en 著の 県功 W/山mn

Handbook に よ ・つて そ の軌 跡 を た ど る と き , 詩 人 生前 の悪評 と 比べ て , ま こ と に意 外 の感

があるが, この研究熱は, 現在に至っても依然衰えていない。 海外で毎年数冊の研究書が上

梓されるほか, わが国においても十指に余るモノ グラフが発表される。 さ らに, ホイ ッ トマ

ンにとっては一外国にすぎな卜わが国に 「日本ホイ ッ トマ ン協会」 とい う ものが独立して作

られけ毎年活発な活動を行なってお り, その会員数は100名に近卜と聞き及ぶ。 市中の本屋

をのぞいて乱 常時, 幾種類かり翻訳が並べられている。 現在においてすら, われわれをか

く も引 きつけてやまなt ホヽイ ッ トマンの魅力は, 卜った卜どこにあるのであろ うか。

だが, あらためてこれまでの研究を振 り返ってみると き, ひとつの驚きに出くわす。 それ

は, 無数にある研究書や論文のなかに, 一読者と して 『草の葉』 を読んだと きに覚えた, あ

の強烈な感動, 今もって世界中の多く の人々を引きつけている不思議な魅力を再確認し, そ

の源泉を明らかにして くれるものがあま りに少ないように思われるこ とである。 いや, それ

どころか, 20世紀に入ってからのホイ ッ トマン研究の多くは, 『草の葉』 の読者から, 素朴

な感動の源泉を奪い取ろ うとする, 孜孜と して うむことのない営みでぱなかったかとすら疑

いた ぐなるのである。 研究書を読むと き, 『草の葉』 の魅力の秘密が明らかになるどころか,

むしろ, どう してこれほど人気があるのか不思議に思われるほど, その魅力が薄れ, ホイ ッ

トマンのすがたが卑小になると卜う逆説に出くわす。 数年前, これまでのホイ ッ トマン研究

の集大成ともい うべき, 亀井俊介氏の大著 『近代文学におけるホイ ッ トマンの運命』 が刊行

されたが, それを読んで私のこの印象は決定的になった。 どうやら, ホイ ッ トマ ン研究の隆

盛は, 読者におけるホイ ッ トマンの魅力とは別次元の現象と思われる。

研究者と読者の間に理解の差が生じるこ とは, 卜かかる文学においても当然であろ うが,

ホイ ッ トマンの場合, それがあま りに極端である。 作品を読んだ感動が研究書を読むことに

よって打ち壊される幻滅を, 私ぱ研究書を読み始めた当初からしばしば味わってきた。 今で

も, 私はホイ ッ トマン研究のある種のものに対する疑念を振 り払えないでいる。

文学研究は, 作者と作品に関する真実を追求する営みであるから, その結果が一般読者の

ホイ ッ トマ ン像を破壊することになろ う と, それは研究者の関知すると ころでぱな卜, と卜

う主張が出るであろ う。 まこ とにその通 りである。 だが, こ とホイ ッ トマ ン文学に関するか

ぎり, それですまされな卜ものもある。「文学的真実」 とは何かについて, も う一度研究者た

ちが考え直してみる必要があるよ うに思われるのである。 これを機に, 研究者と読者の作品

田 村 晃 康
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理解に径庭の生じるゆえんを, ホイ ッ トマン文学に固有の問題から, さ らには文学一般に共

通の問題にまでわたって√多少考察してみたいと思 う。

2

私はこれまで, 研究書を読むたびごとに, 自分が 『草の葉』 に対してつねに一介の読者で

あることを思い知らされてきた。 私か共感し, 感動 し, 引きっけられたのは, 主と して専門

の学者以外の人によって書かれたものであったからだ。 学者の論文は, それがす ぐれたもの

であるかぎ り, 論理性と説得力を も っていて, 知的好奇心は十分満た して くれるのだが, ど

うも技術的に扱卜すぎて卜で, 『草の葉』 の魂に触れていないよ うに思えるものが多い。 なる

ほどその通 りだと思いながらも, も うひとつ何かが足りない感じがし, よそよそ しい冷たさ

が残るのであるノ

それに対して, 『草の葉』 と卜う詩集への感動から出発した人たちの書t だヽものの多くは,

その本質を直感的にとらえていて, 知識の不足や歪みを越えて訴える何かを もっているよう

に思われる。

私は, まだアノ リカに渡る前のギルク リス ト夫人 (Anne Gilchrist) が書いたものや, フ

ライ リ ヒ ラー ト ( Ferdinand Freiligrath) やカ ウリー ( Malcolm Cowley) な どの文学者

だもの『草の葉』観が, むしろよくその精神をつかんでいると思うのだ力で)彼らはいずれも
専門のホイ ッ トマン研究家ではない。 したがって, 彼らの文章は, 専門家の論文のように,

ホイ ッ トマ ン伝の詳細な知識や精緻な分析に裏づけられた学究的労作ではな く , 『草の葉』 と

卜う作品だけを読んでその内容を大づかみに理解しただけの, 見方によれば, かな り粗雑な

印象批評にすぎないであろ う。 ところが, 不思議とそれらが肯路を射てお り, 心に迫るもの

を もっているのである。『草の葉』 は先入観や研究意識を捨てて虚心にその世界に入 り込む読

者にこそその内面をあらわにし, 大きな感動を与える, そ う卜う詩集なのだ。

オコナー ( William D. 0’Connor) , バ ロウズ ( John Burroughs) , バ ッ ク ( Richard M.

Bucke) など, t わヽゆる disciples (弟子たち) の伝えるホイ ッ トマン像には, ホイ ッ トマ

ン自身の手が加えられているといわれ, 研究者だちからは hagiography (聖人伝) としてさ

げすまれ, 目の敵にされているが, 私には, これらにも捨てがたい魅力と高卜価値があるよ

うに思われる。 たしかに, 「ホイ ッ トマンは父母双方の家系から健全な体質, 汚れない血液,

美 しい顔立ち, バランスのとれた情緒, まれにみる道義心を受けつ卜だ」 といった類の記述

には, 事実に反する点や誇張がみられるが, それらを差し引いても, まだホイ ッ トマンの内

的世界と彼の作品を知るうえで貴重なものを多く提供して くれるからである。 そこには 『草

の葉』 にみられるのと同じ精神が躍如と して描き出されている。 読者はそれらを読むことに

よって 『草の葉』 の理解を一層深め, 感動を強められこそすれ, それによって歪んだ 『草の

葉』 観を もたされることはな卜と思 う。

さ らにまた, 本格的研究書のなかでも, 私か魅せられ, 共鳴するものは, 『草め葉』 から深

卜感動を得た著者によって書かれたものが多卜と卜うことがある。 つま り, それは読者的立

場を踏まえてなされた研究である。 たとえば, 『草の葉』 の成長を, 詩人ホイ ッ トマ ンの人格

の発展そのものであると考えて, その軌跡をたど り, あらゆる対立や矛盾を包摂する, 詩人

の魂の一元の世界に迫ろ うと した Jan Christian Smuts (1870- 1950) の Wαa WMh ≒:

A Stu雨丿伍 伍e E ひoLution of Pe7ヽ80n(U i切 か そ の ひ と つ で あ る 。

スマ ッツは長年南アフ リカ連邦の首相をつとめた政治家 ・軍人で, もともと文学者ではな

い。 ケンブ リ ッジで法律と哲学を学ぶかたわらレホイ ッ トマ ンを読み出して傾倒し, 25才の

2
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ところで琴今の深浅や正誤という二とになると, 誰しも, 研究者の読み方の方が, 単なる
読者のそれよ りぱるかに深 くかつ正確だと考えるであろ う。 研究者ぱ作者や作品に関して,

読者のもたぬさまざまな知識をもってお り, 文学作品の研究方法につ卜ても専門的な訓練を

受けているのであるから, 論理的に言えば, そ うあって当然である。 それなのに, 『草の葉』

批評に関するかぎり, 読者的論者の方がより正し くその精神を とらえているように, 私には

思えるから不思議である。 なぜであろ うか。

その答えのひとつぱ, 先程述べた通 り, 『草の葉』 が感動することによって しかと ら)えるこ

とのできな卜核を内に有して卜ること, および感動とは, 作品に盛 り込まれた作者の魂と読

者の魂の触れあいによって起る共鳴現象である, と卜う事実に求められるであろ う。 共鳴が

起るためには, 二つの魂の波長は等しくなければならな卜で 『草の葉』 と卜う作品がそこに
あって, その波長を変えることが不可能であるとすれば, 共鳴は読者がすでに心の内にホイ

ッ トマ ンと同 じ波長を もつか, あるいは心の波長を自由に相手に合わせるだけの柔軟性を も

っているときにのみ生じることになる。 前者はきわめて幸運な, 稀有の場合であ り, 後者は,

つま り, 虚心の読者に最もよく認められる姿勢なのである。

そ う した視点に立つとき, ひとつの文学作品に対して, かならず しも専門家が素人よ りも

強い興味を抱き, よ り深卜感動を味わう とはかぎらな卜ことが理解されるであろ う。 感動と

卜うこ とになると, むしろ逆の場合が多いのではないであろ うか。 ねころんで気楽に読んだ

ときいた く感銘 した作品が, いざそれについて何か書く と卜う段になると, 急に冷え冷えと

した面白味のないものになって しまう こ とは, 私たちのよ く経験すると ころである。

もちろん研究者とて, 作品の意図を正し く掴も うという熱意にお卜て, 読者に劣るもので

はないであろ う。 ただ, 彼の場合, 一つの構えがあって, けっ して虚心ではないのである。

論文のテーマを設定 して, それにかかおる部分を読み取ろ うとすると き, 研究者の頭のなか

にある知的わ く組みが, 何の構えももたずに読むときに得られる感動のパターンとは全く別

3

ときに書いたのがこの論文だとい う。 これは商業上の理由から, なかなか出版が実現せず,

1973年によ うや く 日の目をみたものである。 彼は 『草の葉』 体験を次のように告白している。

W hitman did a great serVice to me in making me appreciate the Natural Man

and freeing me from much theological or conventional preconceptions 〔sic〕 due

to my very ear ly p i ous upbr ing ing . l t w as a sort of l iber 財 ion , as S t . P aul

was liberated from the Law and its damltations by his Damascus vision. Sin

ceased to dominate my view of life, and this was a great release as l was

inclined to be severely puritanical in all thingぐ

私に自然人を正しく理解させ, 私の幼児期の宗教的な教育による多くの神学的ないし因習

的偏見から私を解放するのに, ホイ ッ トマンは大きな寄与を した。 あたかも聖パウl==lがダ

マ不カスで見た幻影によって律法と律法による半罰とから解放されたごとく, それは一種
の解放であった。 罪は私の人生観を支配するこ とをやめた。 そ して私か万事にお卜て厳格

なピューリタ ン的傾向を もって卜たがゆえに, これは大いなる解放であった。

スマ ッツはこのように, 『草の葉』 によって清教徒的な教えの呪縛から解放されたのである

が, 私か読者的と呼ぶ論者のなかには, 同様な, 魂をゆるがすような感動や, 回心とすら呼

びうるような心の変化を経験している人が多い。『草の葉』 はそ う した力を もつ詩集なのであ

り, そ う した体験な しには汲み取れな卜何かを蔵する詩集だと思われるのである。
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のパターンで作品内容をす く い取る ことになって しまう。 さらに, 読書が 「論文作成」 とい

った, 特定の目的の手段となるために, それ以外の部分がもはや研究者の心の目に触れな く

なるか, あるいは, 触れても無意識の うちに認識から排除されて しま うこ とになる。 そのた

め, 作者の意図や描かれた世界の全体像は, 無心に読むときに最も歪みな く と らえられると

いえるのである。『草の葉』 のように, 複雑多岐な内容を もちながら, しかも全体が有機的ま

とま りを もつ詩集の場合, と く にそのごとが当てはまるであろ う。

偏見を もたぬこと, 虚心であるこ とが物事を正し く把握する重要な条件であるこ とは, ど

の分野においても言えるこ とであろ うが, 剣道の極意と される心構えのなかにその自覚がは

っき りとみられる。 日本の剣道が単なるスポーツではなく , きわめて精神性の濃いものであ

るこ とはよく知られているが, 身につけた技を自由自在に駆使するためには, 「無念」 または

万「無想」 という心境に到達することが要求されるのである。 沢庵和尚が柳生但馬守に与えた

手紙 『不動智神妙録』 の 「心の置所」 に関する一節には, 読書との関連性において読んでも

興味深いものがある。 ここにその一部分を現代語訳で引用してみよう。

心を身体のどの一部分に留めておいてもいけない, 心を身体のどこの特定の部分にもおか

ないとき, つま り 「無心」 にな りきる と き, 逆に心はあらゆる部分に満ちわたって, 思 うが

ままにはたら く ことになる, というのだ。 この 「無心」 は, しかし, 木石などの非有機物の

単なる無感覚性でも, 一方的な受動性でもな く , 鈴木大拙の言うように, 「無意識に意識する

4

ある人間が問うて, 心を臍の下に押し込んでおけば不自由であって, 心の動きが欠ける

とするのであるならば, 自分の身のうちの何処に心をお卜たらよいかと言ったが, これに

答えるのに, 心を右手におけば右手に取られて身の動きを欠き, 眼におけば眼に取られて

身の動きを欠き, 右足におけば右足に取られて身の動きを欠くのである。 何処であわても

心を一所におけば, 余の方にあっての身の動きを皆欠くのであると述べておいたのである。

そ うならば, 心を何処においた ら よいかと問うものに対して, 自分は何処にも特定のと

ころに心をおかないから自分の身に一ぱいに心が行きわた り, 身の全体に延びひろがって

いるから, 手に心が入る時は手の動 きを叶え, 足に入る時は足の動きを叶え, 目に入る時

は目の動きを叶え, その入るところ に行きわたって卜るから, その入ると ころ どころの動

きを叶えるのである。 ……

…… (中略) …… ¥ ∧ ◇ `

心は何処におこ うという思いがなかったら, 心は身の全体に伸びひろがって行きわたっ

ているものである。 心をば特定の何処にもおかないで, 敵の働きに応じて, 当座当座に心

を 自由に動かし, その所々に心を用いな く てはならないのである……。

…… (中略) ……

無心の心と中すのは本心と同じこ とであ り, 心が固り定まることがな く , 分別も思案も

何もない時の心であ り, 全身に心がのびひろがって全体に行き渡っている心を無心と申す

のである。 何処にも心を とどめ置かな卜心のことである。 しかし石とか木とかのよ うな意

味ではないのであ り, 心が何処にも とどまらないことを無心と中すのである。 ……この無

心の心によく成ることが出来たならば, 一事にとどまるとい う こ とはないし, 一事にも欠

く こ とはないし, 常に水め湛えてい るよ うにこの身にあって, 必要な時にはいつでも用に

叶 う。のである。 一所に固定 してと どまる心は, 自由に用に叶 う ことは出来ないのである。

(後略尹 (古田紹欽訳)
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という目もくらむばかりの逆説以外に, この心的状態を叙述する這はないで底のものである。
高度の修業に よってのみ到達し うる剣道のこの 「無心」 の境地を, 軽々しく一般読者の心に

比較することは慎まねばなるまいが, 読書もまた, 一つの問題意識や先入観を もってなされ

るとき, 心がそれにとらわれて しまうとい うことは事実であろ う。 なぜ読者の方が作者の心

にすなおに感動できるのか, なぜ研究者がしばしば物事の本質を見誤るのか, 沢庵のことば

はその辺の消息をよ く説明しているよ うに思われるのである。

3

研究者の素直な読みを妨げる要因はいろいろあるであろ うが, ホイ ッ トマン研究家に特有

のつまずきの石に, 「実像」 研究がある。 生前, 詩人と交友のあった人たちが伝えたホイ ッ ト

マン像が 『草の葉』 のなかで描き出された 「ぼく 自身」 のイ メージとみごとに一致する 「聖

者」 像であったことはすでに述べたが, 死後つぎっ ぎに発見された資料や新しい研究によっ

て, そのホイ ッ トマン像がひとつの神話であ り, 『ぼ く 自身の歌』 のなかのホイ ッ トマンがい

かに大き く現実の彼とかけ離れたものであったかが明らかになった。 詩人ホイ ッ トマ ンを研

究する者にと って, 神話のヴホ¬ ルが一枚一枚はがされて, 正しい事実が明らかになること

それ自体はよろ こばしいことである。 しかし, 明らかになった部分的事実にとらわれて, そ

こに不当に大きな比重をかけるとき, 全体像のバランスが崩れた り, 詩的創造物である作品

の世界に途方 もない誤解を持ち込んだ りすることになる。

たとえば, 虚心に, しかし注意深く読む読者なら, 誰 しも 『草の葉』の中心となる長詩『ぼ

く 自身の歌』 の̄なかで歌われる多様な事象や矛盾しあ う諸概念を包み込み, それに調和を与

えているのが, 東洋的な一元の世界観であることに気づ く と思 うのだが, 『近代文学における

ホイ ッ トマンの運命』 の著者亀井俊介氏は, その博識のゆえに, かえってこの明々白々な事

実を読み落しているのである。 このことについては, すでに拙論『草の葉の多様性と統一性』

のなかで, 私は次のように述べた。

「第一に, 私が最も大きな不満を覚えるのは, 氏の 『草の葉』 初版の理解のしかたである。

氏は初版に展開するのは 「ホイ ッ トマ ンの理想とするアメ リカのデモ クラシーの壮大なヴィ

ジョ ンである」 と言うのであるが, 私にはこれは初版の詩篇, と く に中心をなす SO昭 Of

M郭eげ 『ぼぐ自身の歌』 を虚心に読んだ者の言葉とは思えない。 氏け,ジャーナ リス ト時代的

ホイ ッ トマンおよび 『草の葉』 第二版以後のホイ ッ トマンについて, 『草の葉』 以外の資料か

ら氏のホイ ッ トマン像をあらかじめ構築して しまっているために, それが選択わく となって,

氏の読みからは私か 『ぼく 自身の歌』 の最も本質的な心のと考える部分が洩れて しまってい

るのだ。 実際は, 『ぼ く 自身の歌』 のなかには, デモ クラシーや政治を取 りあげた詩行はぼと

んど出てこない。 彼がそこで歌っているのは, 宗教的な絶対の世界の発見の歓喜であって,

それはデモ ク ラシーを支える基盤となるべきものではあっても, けっ して 「デモ クラシーの

壮大なヴィ ジ ョ ン」 ではないであろ う。

第二に, - これは第一の結果と して生じたことであろ うがー これまで謎とされてきた

『草の葉』 出版以前の数年間における詩人誕生の秘密を, 氏は一度絶望した民主主義に対す

る希望を再確認したことにあると, 当然とるべき手続きも経ずに, いきな り, 卜と も安易に

結論している ことである。 氏は神秘主義や東洋思想に対しては最初から偏見を抱いてt てヽ,

ここでは考慮の対象にさえ していな卜。 たとえば 「Buckeの説は不可解さを説明するのに神

5
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秘的体験を もって しているのだから, 何ら解答になっていない」 と言い捨てている。 惜 しい

ことに, このことが氏のホイ ッ トマ ン像を, ひいては 『草の葉』 全体に関する氏の理解をか

な り歪めていて, それがさ らに本論のあちこちにまで尾をひいていると私には思われるので

あるご
これは作家研究の知識が作品の理解を妨げたと思われる一例であるが, このことは, 一般

にホイ ッ トマ ン研究家がと く に警戒 しなければならない落し穴であろ う。 日本文学には私小

説という特異なジャンルがあって, そこでは作家自身の人生観や生活態度がなまの体験を通

して表現されるわけであるが, 『草の葉』 もまた, 読者に作者と作品とを同一視させるよ うな

語 り口を もっていて, それが詩人の思想と心情をナイーヴに, かつ赤裸々に吐露 した, きわ

めて人間臭い詩集だという印象を与えずにはおかない。 たとえば, 初版において, ホイ ッ ト

マンはわざと表紙に作者名を出さず, のちに 『ぼく 自身の歌』 という題を与えられる無題の

詩の24節で, 初めで Wa!t Whitman, an American, one of the roughs, a kosmos, ”

( ヴォル ト ・ ホイ ッ トマン, アタ リカ人, 乱暴者のひと り, ひとつの宇宙) と自己の身分を

明らかに している。 つま り, 作者が即この詩の主人公であるこ とを劇的な手法で表現してい

るのである。 あるいはまた, のちに別の意味で引用する “Camerado, this is no book, /

Who touches this touches a man……”(7) ( 友 よ , こ れ は本 で はな い。 これ に触れ る者 は ひ

と りの人間に触れるのだ) とい うこ とばも, 「私はこの詩集のなかで, あるがままの私をそっ

く りそ のまま歌いあげたのだ」 とい う意味にとれるであろ う。

こ う した理由から, 当初, 研究家たちは, 既成のホイ ッ トマ ン伝の歪みを正し, 資料不足

による伝記の空白を埋めるために, 『草の葉』 のなかの自己告白とみられる詩行から伝記的事

実と思われるものを探 り出そ うと努めたものであった。 そ して今では逆に, 新たに日の目を

みた資料によってホイ ッ トマン像を再構成し, そ う七 て生まれた 「実像」 の光を当てること

によって, 芸術作品たる 『草の葉』 から新しい意味を掘 り起そ うと している。 つま り, ここ

では伝記研究と作品批評とが混同され, 両者を分離することがほとんど不可能になって卜る

のである。 しかし, これは基本的なひとつの事実を忘れた, 危険なアプローチでぱないであ

ろ うか。

たとえ作者が自己と詩集との一体性を どれほど主張したにせよ, 作品はあ く までも詩的想

像力の産物である6 写真までのせていても, 詩中の 「私」 や 「ヴォル ト ・ホイ ッ トマン」 を

生身のホイ ッ トマ ンと混同してはならな卜。 どのような詩人が, どのよ うな状況の下で作っ

たにせよ, ひとつの詩が誕生するとき , それはすでに作者から独立した実在, ひとつの kos-

mos (小宇宙) となるのだ。

文学作品は, もちろん真実を追求し, 表現するものであるが, 文学における真実とは, 言

う・までもな く , 書かれた内容が作者そのものとどの程度重なるかによって計れるものではな

い 。 D . H . ロ レ ン ス は S tudie8 伍 C t(18si c A ・ e百 c(1n L iteTatuTe ( ア メ リ カ 古 典 文 学 研

究) のなかで, “An artist is usually a damned liar, but his art, if it be art, will

tell you the truth of his dayバ’(゙ ) ( 芸 術家 は通例呪われ た嘘 つ き だ が , 彼 の芸術 が芸 術 と

t うヽ名に値するものであるかぎり, それは彼の時代の真実を告げるであろ う。) とか, “The

cur ious thing about art -speech is that it prevaricates so terribly, l mean it tells

such lies. …… And out of a pattern of lies art weaves the truth. ”o ( 言語芸術 に

関する奇妙な点は, それがはなはだしいごまかしであること, つま り, それは途方もない嘘

を語るのだ。 ……そ して芸術は嘘模様のなかから真実を織 りなす。) と言っているが, 文学に

おける真実とは, 作品自体のなかに, 読者がどの程度まで, 人生や社会や人間についての真

6
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読者はつねに作者と作品を同一視して, こ ういう作品を書くからには, 作者はこ ういう人

にちがいないと思う。 しかし文学作品はイマジネーシ ョ ンの産物であるから, つねにあるが

ままの著者の心の発露とはかぎらない。 と きには, 著者が自分の持たざるものへの憧憬を,

あたかも持てるがごと く表現する場合もあ りうる。 この諺は, その意味で, 作品と作者とが

あく まで別物であるというさめた認識から生まれた, 読者への忠告であろ う。 実際, 作家を

最もよく知っている家族たちが, 彼の作品の最もす ぐれた読者である場合はほとんどないの

である。

ところで, 文学における作家研究とい うのは, 著者に会うことの代理的行為のひとつでぱ

ないであろ うか。 そ うだとすれば, 文学作品の素直な鑑賞という点で, それはかならずしも

幸福なことではあるまい。 ひとたび著者の 「実像」 に触れてしまった研究者は, 著者に出会

った読者と同様に, もはや純粋に作品の世界にひたることができな く なる。 文学表現の理解

に, 現実的な知識が干渉して く るからである。『草の葉』 の特異な性質を考えるとき, 私には

ホイ ッ トマン研究家こそ, この諺の意味するところを噛みしめてみる必要があると思えるの

である。

4

部分の分析や解明によって作品を理解しよう とする研究者的アプローチが 『草の葉』 の精

神や全体像の把握に貢献すると ころが少ないとい う事実は, またゲシュタル ト心理学の考え

方に照らしても うなずけるであろ う。 ゲシュタル ト心理学では, 精神は, 変化のない諸要素

の単なる総和によっては理解できない全体的統一的組織をもった形態 ( ゲシュタル ト) であ

ると考えるが, 『草の葉』 の全体像も一種のゲシュタルトとしてとらえる必要がある。 初版以

来 『ぼく 自身の歌』 ( So昭 oJ M恥eげ ) を幹にして, 版を重ねるごとに根を張 り, 枝葉を

伸ばしていったこの詩集は, その名の通 り, まさに一茎の草の如き生命体であって, 諸部分

をどのように注意深く解剖し, 総計しても, 全体を貫いて流れる生命を掴むことはできない。

それはつねに部分の総和以上のものなのだ。 これまでの研究が, どれほど綿密に方法を適用

してみても, 出てきた結果が読者の感動を説明できないというのも, つま りは, それが全体

を流れる生命を把握しそこねているからであろ う。

研究者たちの陥りやすいこの種の誤解につt てヽは, カウリーも気づいていた。 彼は, 『ぼく

自身の歌』 がと く に学者たちによって誤った評価と解釈を与えられてきたことを指摘し, そ

の理由のひとつは, かれらがホイ ッ トマ ン思想にみられるさまざまな同時代の文化とのつな

が りに比重をおきすぎるからだと言っている。 かれらは, エマ ソ ンとホイ ッ トマ ンの間に多

7 ,

実性を感じとれるか, という問題なのである。 文学作品においては, あ りのままの事実を描

きながら, それがいかにも真実味を欠く場合もあれば, 逆に, 非現実を介して, 現実を介す

る以上にみごとに人生の真実を表現することも可能なのである。 文学口こ う七だ性質を と り

違えて, 私小説のモデル研究やホイ ッ ト々ンの 「実像」 研究がなされる場合, むしろ研究者

は読者以上に歪んだ作品理解に到達して しま うであろ う。

西洋に 「名著を読んだら著者に会 うな」 とい う諺があるというが, これについて外山滋比

古氏は次のよ うに述べている。

「す ぐれた本を読むと, 読者は知らず知らずのうちに著者のイ タ¬ ジを こ しらえあげてい

て, その著者像にプラ トニッ クな思慕をいだ く。 これが著者に会ってみたいという気持に翻

訳される。 しかし現実の著者に会えば, かならず書物から得たイ ノ ージと食いち力≒ て, 一
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く の類似点を認めたほか, ホイ ッ トマ ンが当時のさまざまな作品や出来事の影響を受けてい

るこ とを発見した。 たとえば, イタ リア ・ オペラ, ジ ョルジュ ・サン ドの小説, フ ラ ン シス

・ ライ トの哲学, アボッ ト博士のエジプ ト博物館, 0 . M. ミ ッチェルの天文学の本, 等々…‥・。

それらはいずれもホイ ッ トマンに影響を与えたことが明らかなのであるが, 「それらを他のも

のと並べて リス トに記載し, 詳細に論 じると, 学者特有の弱点たる誤解のひとつに行きつい

てしまうずというのである。ホイットマン思想は, その源泉となったいずれのものとも異な
り, それらすべての総和を も越えたものになっているのである。

ホイ ッ トマ ンは, 真実の理解に向かって人がとる二つの行き方一 私のいう研究者的デプ

ローチと読者的アプローチ一 に気づいていたようだ。 Tt) a HistoTi(ln とt うヽ詩で彼は次

のよ うに言 う。

諸民族の外観や表面, あるいは外に現われた生命のみを客観的に把握しよ うとする歴史家,

人間をその社会的地位や機能からのみ理解して, 人間の精神や生命を じかに感じ取ろ うどし

ない歴史家, それは文学作品に対する研究者のアプローチと軌を一にするものであろ う。 だ

が, ホイ ッ トマ ンはそれをとらない。 彼はむしろ, 読者が虚心に書物の世界にひたってその

精神に触れるように, 本来あるがままの人間を受容し, 内なる生命を直感的に把握しようと

い う のだ。

こ う してホイ ッ トマンがとらえ, 詩に表現した人間 (詩中の 「私」 や 「ぼ く 自身」) が, 論

理的に把握し うる, 終始一貫した性格をもった抽象的人間ではなく , さまざまな矛盾する要

素をはらんだ生身の人間であったことは当然である。 論理のなかで考えると き, Aと非Aと

は互いに相入れないものである。「彼はAだ」 ,とt うヽ命題を立てるとき, その裏には 「だから

彼は非Aではない」 という条件がはり付いてt るヽ。 と とろがひと りの生身の人間にあっては。

8

You who celebrate bygones,

W ho have eχplored the outward, the surfaces of the races, the life that has

exhibited itself,

W ho have treated of man as tbe creature of politics, aggregates。

rulers and priests,

I , habitan of the A11eghanies, treating of him as he is in himself in his own

rights,

Pressing the puI se of the life that has seldom eχhibited itself。

( the great pride of man in himself, )

Chanter of Personality, 0utlining what is yet to be,

l project the history of the future、

過ぎ去ったこ とを祝福する君よ,

諸民族の外観を, 表面を, 外部に現われた生命をせんさ くする君よ,

人間を政治的動物と して, 集団, 支配者, 僧侶と して論じてきた君よ,

アレゲユー山脈の住人であるわたしは, 生得権によって, 本来あるがままの人間を歌い,

稀に しか外に現われ出ない生命の脈博を (人間が自分自身に対していだ く偉大なほこ りを)

し っか り触れて と らえ,

私は 「個性」 の歌い手と してごやがて来るものの輪郭を描きながら,

未来の歴史を設計する。
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私はこれまで, 研究者と読者とをはっき り分けて,一両者が互いに相入れない対立概念であ

るかのよ うに扱ってきた。 そ して読者のなかに, 作者の意図を正 し く読み取るのにふさわし

卜虚心の態度をみたのであった。 しかし, もちろん, これは極度の抽象である。 物事はすべ

て抽象化されたとき, 明快で理解しやす く なると同時に, そごから生きて躍動する現実の多

くが洩れて しま う。 そのこ とを承知の うえで, あえて分けてみたのである。

現実の人間のなかには, おそ ら く , 私か想定 したごと き理想的な読者 も, 純粋な研究者も

存在 しないであろ う。 読者は, たとえ研究と卜う意図を もたな く て も, たいていの場合, す

でに彼独自の人生観やさまざまな先入観を有してお り, それらが本を読む際に frame of

referenceとな っているであろ う し, なかには, 文学表現の手段となっている言語そのもの

を理解する基本的能力や訓練に欠けている しのも多いにちがいない。 そ う した読者にと って

は 「虚心の読み」 などとい う ことは, あま りに高尚な別次元の問題であろ う。 あるいはまた

研究者に して も, 研究が読む作業を前提とするかぎ り, 彼はどこかで一度読者であったはず

だし, 今も同時に何パーセン トかの読者であるだろ う。 けっ してすべての人が, 読者と研究

者のいずれかに分類できるといったものではない。 つま り, 読者といい, 研究者といっても,

それは本に接する基本的態度の問題なのである。

ただこ う して分げてみると き, 『草の葉』 のよ う穴複雑な性質を もった文学作品の理解にお

いで研究者がと く に陥りやすい誤 りが, く っき りと浮かびあがって く るであろ う。 それを 自

9

彼はAであると同時に非Aでもあ りうる。 つま り, 彼のなかで, Aがそのまま非Aと有機的

調和を保っているのだ。 こ う した矛盾し合 うものの調和という逆説を理解するためには, 知

性や論理によるアプローチを放棄 しなければならない。 ホイ ッ ト々ンはそのこ とを読者に求

め た 。

Camerado, this is no book,

Who touches this touches a man,

( ls it night? Are we here together? )

lt is l you hold and who hold you,

l spring from the pages into your arms‥‥‥邸

友よ, これは書物ではない,

これに触れる ものはひと りの人間に触れるのだ,

(今は夜か卜? ぼく らはここでは二人き りかい? )

君が抱いてお り, そして君を抱しているのはぼく なんだ,

ぼ く は本のページから君の腕のなかに とび込む……

ホイ ッ トマ ンが読者に求めたのは, 普通の本に対する態度ではな く , ひと りの人間に接す

るような態度であった。 ホイ ッ トマンがいかにも気のおけぬ友に語 りかけるがごと く 「ぼく

らは二人き りかい, 君が抱t てヽお りj 君を抱いているのはぼく なんだ, ぼく は本のページか

ら君の腕のなかにとびこむ」 と書し ているのは, 読者の心の武装を解除させるための技巧で

あるが, た しかにそれが最もふさわしい読み方であろ う。 一切の功利的目的を捨て,澗 で『草

の葉』 のなかに入 り, 「ぼく 自身」 に膚で じかに触れ, その高揚と沈滞, 勝利と挫折とを共に

味わ うと き, はじめて 『草の葉』 の精神が読む者に伝わって く るのだ。 それは研究者ではな

く , 無心の読者の読み方であろ う。

5
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覚するとき, その誤 りをまぬがれる道も開けて く ると思われるのである。 自覚は自らの限界

を脱却するために不可欠の第一歩だからである。 ち ょ うど武芸者が, 長年にわたって技術的

な修業を重ねながらも, 技術を忘れ去ることのうちに, その技術を最も完ぺきに生かす武芸

の究極の境地をみたように, 研究者を もまた, 自分のもてるさまざまな専門的知識を忘れて

無心に作品の世界に入れたとき, 最も歪みのない作品理解に到達することになるであろ う。

そのときはじめて, 専門知識は彼の読書に余計な干渉をすることをやめて, 強力な武器に

変わるのである。
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